
最 近 の 地 価 動 向最 近 の 地 価 動 向最 近 の 地 価 動 向最 近 の 地 価 動 向

１．地域別変動率　（単位：％）１．地域別変動率　（単位：％）１．地域別変動率　（単位：％）１．地域別変動率　（単位：％）

住　宅　地　　　住　宅　地　　　住　宅　地　　　住　宅　地　　　 グラフグラフグラフグラフ                                      商　業　地　　　商　業　地　　　商　業　地　　　商　業　地　　　 グラフグラフグラフグラフ                                     

　　　　

地価調査地価調査地価調査地価調査                                     　　地価公示　　地価公示　　地価公示　　地価公示                                     　　地価調査　　地価調査　　地価調査　　地価調査

                                    

　　地価公示　　地価公示　　地価公示　　地価公示

                                        

    27.7.1～27.7.1～27.7.1～27.7.1～

　28.7.1　28.7.1　28.7.1　28.7.1

        28.7.1～28.7.1～28.7.1～28.7.1～

　29.7.1　29.7.1　29.7.1　29.7.1     
    27.1.1～27.1.1～27.1.1～27.1.1～

　28.1.1　28.1.1　28.1.1　28.1.1

28.1.1～28.1.1～28.1.1～28.1.1～

　29.1.1　29.1.1　29.1.1　29.1.1         

    27.7.127.7.127.7.127.7.1

～～～～

　28.7.1　28.7.1　28.7.1　28.7.1

28.7.1～28.7.1～28.7.1～28.7.1～

　29.7.1　29.7.1　29.7.1　29.7.1

        

    27.1.127.1.127.1.127.1.1

～～～～

　28.1.1　28.1.1　28.1.1　28.1.1

28.1.1～28.1.1～28.1.1～28.1.1～

　29.1.1　29.1.1　29.1.1　29.1.1     

東　　　京東　　　京東　　　京東　　　京
    1.51.51.51.5     1.81.81.81.8     1.61.61.61.6     1.91.91.91.9     4.14.14.14.1     4.94.94.94.9     4.14.14.14.1     4.84.84.84.8

神　奈　川神　奈　川神　奈　川神　奈　川     -0.2-0.2-0.2-0.2     -0.2-0.2-0.2-0.2     0.10.10.10.1     0.00.00.00.0     1.31.31.31.3     1.51.51.51.5     1.41.41.41.4     1.61.61.61.6

千　　　葉千　　　葉千　　　葉千　　　葉     0.00.00.00.0     0.00.00.00.0     0.20.20.20.2     0.20.20.20.2     0.80.80.80.8     1.21.21.21.2     0.90.90.90.9     1.71.71.71.7

埼　　　玉埼　　　玉埼　　　玉埼　　　玉
    -0.1-0.1-0.1-0.1     0.10.10.10.1     0.00.00.00.0     0.90.90.90.9     0.20.20.20.2     0.50.50.50.5     0.70.70.70.7     0.90.90.90.9

東京近郊東京近郊東京近郊東京近郊     0.50.50.50.5     0.90.90.90.9     0.60.60.60.6     1.61.61.61.6     1.41.41.41.4     1.91.91.91.9 1.51.51.51.5         1.61.61.61.6

東上沿線東上沿線東上沿線東上沿線

(和光～東松山)(和光～東松山)(和光～東松山)(和光～東松山)
    0.30.30.30.3     0.80.80.80.8     0.20.20.20.2     0.30.30.30.3     0.70.70.70.7     1.21.21.21.2 1.01.01.01.0     0.90.90.90.9

西武沿線西武沿線西武沿線西武沿線

　(所沢～飯能)　(所沢～飯能)　(所沢～飯能)　(所沢～飯能)
    0.00.00.00.0     0.20.20.20.2     0.10.10.10.1     0.10.10.10.1     0.00.00.00.0     0.20.20.20.2     0.40.40.40.4     0.50.50.50.5

高崎沿線高崎沿線高崎沿線高崎沿線

　(川口～鴻巣)　(川口～鴻巣)　(川口～鴻巣)　(川口～鴻巣)
    0.50.50.50.5     0.70.70.70.7     0.60.60.60.6     0.60.60.60.6     1.41.41.41.4     1.91.91.91.9     1.61.61.61.6     1.71.71.71.7

伊勢崎沿線伊勢崎沿線伊勢崎沿線伊勢崎沿線

　(草加～久喜)　(草加～久喜)　(草加～久喜)　(草加～久喜)

　　　　
    0.00.00.00.0     0.40.40.40.4     ▲0.1▲0.1▲0.1▲0.1     0.00.00.00.0     -0.1-0.1-0.1-0.1     0.20.20.20.2     ▲0.1▲0.1▲0.1▲0.1     ▲0.11▲0.11▲0.11▲0.11



   

 

 

　
 



 

２．名目成長率（国内総生産）の推移２．名目成長率（国内総生産）の推移２．名目成長率（国内総生産）の推移２．名目成長率（国内総生産）の推移

   

日経新聞　名目ＧＤＰ成長率（年率換算）　

http://rank.nikkei.co.jp/keiki/gdp.cfm

国際、国内社会状況国際、国内社会状況国際、国内社会状況国際、国内社会状況
2017年2017年2017年2017年

　　　　3/10　大阪府豊中市　｢森友学園｣に国有地払い下げ疑惑　　　　3/10　大阪府豊中市　｢森友学園｣に国有地払い下げ疑惑　　　　3/10　大阪府豊中市　｢森友学園｣に国有地払い下げ疑惑　　　　3/10　大阪府豊中市　｢森友学園｣に国有地払い下げ疑惑

　　　　3/6　　北朝鮮　弾道ミサイル4発を発射　　　　3/6　　北朝鮮　弾道ミサイル4発を発射　　　　3/6　　北朝鮮　弾道ミサイル4発を発射　　　　3/6　　北朝鮮　弾道ミサイル4発を発射

　　　　2/27　債務超過を避けるため、東芝が半導体事業を分社化し売却へ　　　　2/27　債務超過を避けるため、東芝が半導体事業を分社化し売却へ　　　　2/27　債務超過を避けるため、東芝が半導体事業を分社化し売却へ　　　　2/27　債務超過を避けるため、東芝が半導体事業を分社化し売却へ

　　　　2/16　三芳町｢アスクルロジパーク首都圏｣で火災発生　　　　2/16　三芳町｢アスクルロジパーク首都圏｣で火災発生　　　　2/16　三芳町｢アスクルロジパーク首都圏｣で火災発生　　　　2/16　三芳町｢アスクルロジパーク首都圏｣で火災発生

　　　　2/13　金正男氏クアラルンプール空港で殺害される　　　　2/13　金正男氏クアラルンプール空港で殺害される　　　　2/13　金正男氏クアラルンプール空港で殺害される　　　　2/13　金正男氏クアラルンプール空港で殺害される

　　　　1/25　稀勢の里　19年ぶりの日本人横綱誕生　　　　1/25　稀勢の里　19年ぶりの日本人横綱誕生　　　　1/25　稀勢の里　19年ぶりの日本人横綱誕生　　　　1/25　稀勢の里　19年ぶりの日本人横綱誕生

　　　　1/20 　トランプ米大統領就任　米国第一主義を宣言　　　　1/20 　トランプ米大統領就任　米国第一主義を宣言　　　　1/20 　トランプ米大統領就任　米国第一主義を宣言　　　　1/20 　トランプ米大統領就任　米国第一主義を宣言

2016年2016年2016年2016年

　　　　12/22　糸魚川市140頭以上が延焼　　　　12/22　糸魚川市140頭以上が延焼　　　　12/22　糸魚川市140頭以上が延焼　　　　12/22　糸魚川市140頭以上が延焼

　　　　11/9 　アメリカ大統領選　トランプ氏が勝利　　　　11/9 　アメリカ大統領選　トランプ氏が勝利　　　　11/9 　アメリカ大統領選　トランプ氏が勝利　　　　11/9 　アメリカ大統領選　トランプ氏が勝利

　　　　9/9　　北朝鮮核実験　(9/5弾道ミサイル3発発射)　　　　9/9　　北朝鮮核実験　(9/5弾道ミサイル3発発射)　　　　9/9　　北朝鮮核実験　(9/5弾道ミサイル3発発射)　　　　9/9　　北朝鮮核実験　(9/5弾道ミサイル3発発射)

　　　　8/5　　リオオリンピック、パラリンピック開催　　　　8/5　　リオオリンピック、パラリンピック開催　　　　8/5　　リオオリンピック、パラリンピック開催　　　　8/5　　リオオリンピック、パラリンピック開催

　　　　7/31　東京都知事選挙　小池百合子氏に　オリンピック予算、豊洲市場見直しへ　　　　　7/31　東京都知事選挙　小池百合子氏に　オリンピック予算、豊洲市場見直しへ　　　　　7/31　東京都知事選挙　小池百合子氏に　オリンピック予算、豊洲市場見直しへ　　　　　7/31　東京都知事選挙　小池百合子氏に　オリンピック予算、豊洲市場見直しへ　

　　　　6/23　イギリス国民投票　EU離脱を選択　　　　6/23　イギリス国民投票　EU離脱を選択　　　　6/23　イギリス国民投票　EU離脱を選択　　　　6/23　イギリス国民投票　EU離脱を選択

　　　　6/9　　尖閣沖の接続水域に中国、ロシアの軍艦が侵入　　　　6/9　　尖閣沖の接続水域に中国、ロシアの軍艦が侵入　　　　6/9　　尖閣沖の接続水域に中国、ロシアの軍艦が侵入　　　　6/9　　尖閣沖の接続水域に中国、ロシアの軍艦が侵入

　　　　4/14-16 熊本震災発生(震度7)　　　　4/14-16 熊本震災発生(震度7)　　　　4/14-16 熊本震災発生(震度7)　　　　4/14-16 熊本震災発生(震度7)

　　　　3/26　北海道新幹線新青森駅～新函館北斗駅が開通　　　　3/26　北海道新幹線新青森駅～新函館北斗駅が開通　　　　3/26　北海道新幹線新青森駅～新函館北斗駅が開通　　　　3/26　北海道新幹線新青森駅～新函館北斗駅が開通

　　　　2/4　　環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）署名　　　　2/4　　環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）署名　　　　2/4　　環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）署名　　　　2/4　　環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）署名

　　　　1/29　日銀がマイナス金利付き量的・質的金融緩和を導入　　　　1/29　日銀がマイナス金利付き量的・質的金融緩和を導入　　　　1/29　日銀がマイナス金利付き量的・質的金融緩和を導入　　　　1/29　日銀がマイナス金利付き量的・質的金融緩和を導入



2015年2015年2015年2015年

　　　　11/4　日本郵政、かんぽ生命、ゆう　　　　11/4　日本郵政、かんぽ生命、ゆう　　　　11/4　日本郵政、かんぽ生命、ゆう　　　　11/4　日本郵政、かんぽ生命、ゆうちょちょちょちょ銀銀銀銀行行行行、東、東、東、東証証証証1111部部部部に上場に上場に上場に上場

　　　　11/2　　　　　11/2　　　　　11/2　　　　　11/2　足足足足利銀利銀利銀利銀行と常陽行と常陽行と常陽行と常陽銀銀銀銀行行行行、経、経、経、経営営営営統合へ統合へ統合へ統合へ

　　　　10/14三　　　　10/14三　　　　10/14三　　　　10/14三井不動産レ井不動産レ井不動産レ井不動産レジジジジデデデデンシンシンシンシャャャャルがルがルがルが販販販販売した横売した横売した横売した横浜浜浜浜市都市都市都市都筑区筑区筑区筑区の大の大の大の大型型型型マンシマンシマンシマンショョョョンのンのンのンの基礎工基礎工基礎工基礎工事、事、事、事、くくくくいのいのいのいの

　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　一部部部部がががが支持層支持層支持層支持層にににに達達達達しししして折らずて折らずて折らずて折らず、、、、くくくくいいいい打ち打ち打ち打ちののののデデデデーーーータ流用もタ流用もタ流用もタ流用も発発発発覚覚覚覚、、、、全棟建て替え全棟建て替え全棟建て替え全棟建て替えへへへへ。。。。
　　　　10/6　　　　　10/6　　　　　10/6　　　　　10/6　ノノノノーーーーベベベベルルルル物理物理物理物理学学学学賞賞賞賞に東に東に東に東松山出身松山出身松山出身松山出身のののの梶田隆章梶田隆章梶田隆章梶田隆章さんが選さんが選さんが選さんが選ばばばばれたれたれたれた

　　　　9/10　　　　　9/10　　　　　9/10　　　　　9/10　台風台風台風台風18181818号号号号かかかから変わっら変わっら変わっら変わったたたた低気圧低気圧低気圧低気圧にににによよよより大り大り大り大雨雨雨雨、、、、鬼怒鬼怒鬼怒鬼怒川川川川堤防堤防堤防堤防がががが決壊決壊決壊決壊、、、、常総常総常総常総市に市に市に市に甚甚甚甚大大大大な被な被な被な被害害害害。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　8　　　　8　　　　8　　　　8月月月月　　中国人民　　中国人民　　中国人民　　中国人民元元元元のののの切切切切り下げ、経済り下げ、経済り下げ、経済り下げ、経済成長率鈍成長率鈍成長率鈍成長率鈍化を化を化を化を受受受受け、上海け、上海け、上海け、上海株式株式株式株式市場が下市場が下市場が下市場が下落落落落

　　　　7/5　ギリシ　　　　7/5　ギリシ　　　　7/5　ギリシ　　　　7/5　ギリシャャャャ債務債務債務債務危機再危機再危機再危機再発　発　発　発　

　　　　　　　　国民投票でEUの　　　　　　　　国民投票でEUの　　　　　　　　国民投票でEUの　　　　　　　　国民投票でEUの緊縮緊縮緊縮緊縮政政政政策策策策をををを反対反対反対反対

　　　　4/10　東　　　　4/10　東　　　　4/10　東　　　　4/10　東証証証証日経平日経平日経平日経平均株均株均株均株価　2000年4価　2000年4価　2000年4価　2000年4月月月月17日以17日以17日以17日以来来来来の2の2の2の2万円台万円台万円台万円台をををを回復回復回復回復

　　　　4/10　　　　　4/10　　　　　4/10　　　　　4/10　富士富士富士富士見市に見市に見市に見市に『『『『三三三三井spらら井spらら井spらら井spららぽーぽーぽーぽーと富士と富士と富士と富士見見見見』』』』開業開業開業開業。敷。敷。敷。敷地地地地面積面積面積面積15.215.215.215.2万㎡。店舗万㎡。店舗万㎡。店舗万㎡。店舗8888万㎡万㎡万㎡万㎡293293293293店舗。店舗。店舗。店舗。
　　　　3/14　北　　　　3/14　北　　　　3/14　北　　　　3/14　北陸陸陸陸新幹線の新幹線の新幹線の新幹線の長野長野長野長野～金～金～金～金沢間沢間沢間沢間228228228228㎞㎞㎞㎞が開業、東京都2が開業、東京都2が開業、東京都2が開業、東京都2時間時間時間時間28分で28分で28分で28分で結結結結ぶぶぶぶ。。。。

　　　　3/14　　　　　3/14　　　　　3/14　　　　　3/14　JRJRJRJR東日本、上東日本、上東日本、上東日本、上野野野野東京ライン（事業名東京ライン（事業名東京ライン（事業名東京ライン（事業名称：称：称：称：東北東北東北東北縦貫縦貫縦貫縦貫線線線線計画計画計画計画）開業に）開業に）開業に）開業によよよより、り、り、り、宇宇宇宇都都都都宮宮宮宮線、線、線、線、高崎高崎高崎高崎
　　　　　　　　線　　　　　　　　線　　　　　　　　線　　　　　　　　線とととと東海道本線の東海道本線の東海道本線の東海道本線の相互相互相互相互直通開直通開直通開直通開始始始始

　　　　3/13　　　　　3/13　　　　　3/13　　　　　3/13　ウエウエウエウエススススタタタタ川川川川越越越越　　　　ウニウニウニウニクス開業　クス開業　クス開業　クス開業　県県県県、市、商、市、商、市、商、市、商工会議所等工会議所等工会議所等工会議所等入入入入居居居居　　　　

　　　　　　　　　　　　大　　　　　　　　　　　　大　　　　　　　　　　　　大　　　　　　　　　　　　大ホホホホールールールールここここけけけけら落とら落とら落とら落とししししはははは7777月月月月のオリンピックのオリンピックのオリンピックのオリンピックココココンサートンサートンサートンサート

　　　　 3/8　 首都圏中　　　　 3/8　 首都圏中　　　　 3/8　 首都圏中　　　　 3/8　 首都圏中央央央央連連連連絡自動車絡自動車絡自動車絡自動車道道道道寒寒寒寒川北川北川北川北ICICICIC - 海 - 海 - 海 - 海老老老老名名名名JCJCJCJCTTTT間間間間が開通、さがが開通、さがが開通、さがが開通、さがみ縦貫み縦貫み縦貫み縦貫道道道道路路路路がががが全全全全線線線線

　　　　　　　　開通し、　　　　　　　　開通し、　　　　　　　　開通し、　　　　　　　　開通し、既存既存既存既存の開通の開通の開通の開通区間区間区間区間にににによって関越自動車よって関越自動車よって関越自動車よって関越自動車道か道か道か道からららら新新新新湘南バ湘南バ湘南バ湘南バイパスイパスイパスイパスままままでが接続されるでが接続されるでが接続されるでが接続される

2014年2014年2014年2014年

　　　　12/16　　　　　12/16　　　　　12/16　　　　　12/16　総総総総選挙に選挙に選挙に選挙によよよより、り、り、り、自自自自民民民民党圧党圧党圧党圧勝　第2勝　第2勝　第2勝　第2次安倍内次安倍内次安倍内次安倍内閣発閣発閣発閣発足足足足

　　　　　　　　　大　　　　　　　　　大　　　　　　　　　大　　　　　　　　　大胆な胆な胆な胆な金融緩和金融緩和金融緩和金融緩和処置処置処置処置（ア（ア（ア（アベノベノベノベノミクス）にミクス）にミクス）にミクス）に対す対す対す対するるるる期待期待期待期待かかかから株ら株ら株ら株価が続価が続価が続価が続伸伸伸伸　2013年3　2013年3　2013年3　2013年3月月月月7日に7日に7日に7日にはははは
1111万万万万2222千千千千　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円台円台円台円台をををを回復。回復。回復。回復。

　　　　9　　　　9　　　　9　　　　9月月月月　尖閣　尖閣　尖閣　尖閣列島列島列島列島国有化に国有化に国有化に国有化に反反反反発し発し発し発してててて、中国、中国、中国、中国全土全土全土全土でででで反反反反日日日日デモデモデモデモ発生発生発生発生。。。。
　　　　9/7　　2020年のオリンピック開催地、東京に　　　　9/7　　2020年のオリンピック開催地、東京に　　　　9/7　　2020年のオリンピック開催地、東京に　　　　9/7　　2020年のオリンピック開催地、東京に決決決決定定定定。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　８月８月８月８月　　　　致死率致死率致死率致死率がががが極極極極めめめめて高て高て高て高いいいいエボエボエボエボララララ出血熱出血熱出血熱出血熱、、、、西西西西アフリカギアフリカギアフリカギアフリカギニニニニア、リア、リア、リア、リベベベベリア、シリア、シリア、シリア、シエエエエララララレレレレオオオオネネネネを中を中を中を中心心心心にににに拡拡拡拡大大大大

。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界保健機関世界保健機関世界保健機関世界保健機関((((WHOWHOWHOWHO)が)が)が)が緊急緊急緊急緊急事事事事態態態態宣言宣言宣言宣言

　　　　8/21　日経平　　　　8/21　日経平　　　　8/21　日経平　　　　8/21　日経平均１５，６００円台回復均１５，６００円台回復均１５，６００円台回復均１５，６００円台回復
　　　　8/20　　　　　8/20　　　　　8/20　　　　　8/20　広島広島広島広島市北市北市北市北部部部部のののの土砂土砂土砂土砂災害で74人が災害で74人が災害で74人が災害で74人が死亡。土砂死亡。土砂死亡。土砂死亡。土砂災害災害災害災害危険区危険区危険区危険区域の域の域の域の指指指指定を定を定を定を進進進進めるきめるきめるきめるきっっっっかけかけかけかけ。。。。

　　　　7/21　　　　　7/21　　　　　7/21　　　　　7/21　参議院参議院参議院参議院選、選、選、選、与党与党与党与党が過半が過半が過半が過半数獲得数獲得数獲得数獲得、、、、ねじねじねじねじれれれれ解消解消解消解消
　　　　6/22　　　　　6/22　　　　　6/22　　　　　6/22　富士山富士山富士山富士山がががが世界文世界文世界文世界文化化化化遺産遺産遺産遺産にににに決決決決定定定定

　　　　　　　　　　　　

　　　　7/5　　　　　7/5　　　　　7/5　　　　　7/5　関西電力関西電力関西電力関西電力大大大大飯原飯原飯原飯原発発発発再稼働再稼働再稼働再稼働
　　　　　　　ギリシ　　　　　　　ギリシ　　　　　　　ギリシ　　　　　　　ギリシャャャャのののの再再再再選挙選挙選挙選挙ややややススススペペペペインの金融シスインの金融シスインの金融シスインの金融システム問題テム問題テム問題テム問題をきをきをきをきっっっっかけに、スかけに、スかけに、スかけに、スペペペペイン、イイン、イイン、イイン、イタタタタリアにリアにリアにリアにもももも経済経済経済経済

不安不安不安不安がががが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再び広再び広再び広再び広ががががっっっった　1た　1た　1た　1ユユユユーローローローロ====94949494円円円円122122122122銭ま銭ま銭ま銭までででで急落急落急落急落

　　　　6　　　　6　　　　6　　　　6月月月月　　　　ユネユネユネユネススススココココのののの世界遺産委員会世界遺産委員会世界遺産委員会世界遺産委員会がががが『富岡製『富岡製『富岡製『富岡製糸場糸場糸場糸場と絹産と絹産と絹産と絹産業業業業遺産群』遺産群』遺産群』遺産群』をををを世界文世界文世界文世界文化化化化遺産遺産遺産遺産にににに登録登録登録登録をををを決決決決定定定定

　　　　　　　　生　　　　　　　　生　　　　　　　　生　　　　　　　　生みみみみのののの親親親親((((渋渋渋渋沢沢沢沢栄栄栄栄一)一)一)一)初代初代初代初代場場場場長長長長((((尾尾尾尾高高高高惇忠惇忠惇忠惇忠)の)の)の)の出身出身出身出身地地地地深谷深谷深谷深谷市市市市も関も関も関も関連連連連施設整備施設整備施設整備施設整備をををを進進進進めるめるめるめる。。。。
　　　　4/1　　　　　4/1　　　　　4/1　　　　　4/1　消消消消費税費税費税費税8888％％％％ススススタタタタート　ート　ート　ート　GDGDGDGDPPPP速報値速報値速報値速報値はははは４４４４～～～～６月と６月と６月と６月と７７７７～～～～９９９９月月月月のののの２四２四２四２四半半半半期期期期連続のマイナス連続のマイナス連続のマイナス連続のマイナス成長成長成長成長にににに。。。。

　　　　3/17　ロシアが　　　　3/17　ロシアが　　　　3/17　ロシアが　　　　3/17　ロシアが『『『『クリミアクリミアクリミアクリミア共共共共和国和国和国和国』』』』を国を国を国を国家承認家承認家承認家承認、、、、編編編編入入入入。ウ。ウ。ウ。ウクライナクライナクライナクライナ危機危機危機危機深刻深刻深刻深刻化化化化

　　　　2/9　　　　2/9　　　　2/9　　　　2/9おおおおよびよびよびよび2/15　2/15　2/15　2/15　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関関関関東地東地東地東地方方方方に大に大に大に大雪雪雪雪　　　　秩父秩父秩父秩父市（96市（96市（96市（96㎝㎝㎝㎝）　熊）　熊）　熊）　熊谷谷谷谷市（62市（62市（62市（62㎝㎝㎝㎝）、川）、川）、川）、川越越越越市（39市（39市（39市（39㎝㎝㎝㎝））））孤立集孤立集孤立集孤立集落落落落にににに自自自自衛隊派遣衛隊派遣衛隊派遣衛隊派遣
。。。。　　　　

　　　　

   

３．最近の地価動向



３．最近の地価動向

 2017年     

 

2016年
9　　　　9　　　　9　　　　9　　　　ヨヨヨヨーカーカーカーカ堂堂堂堂川川川川越店越店越店越店閉閉閉閉店店店店へ(10へ(10へ(10へ(10月月月月末末末末)　)　)　)　坂戸坂戸坂戸坂戸、東、東、東、東松山店も松山店も松山店も松山店も閉閉閉閉店決店決店決店決定定定定

3/26　　横3/26　　横3/26　　横3/26　　横浜ま浜ま浜ま浜まで直通で直通で直通で直通電車電車電車電車（（（（ｆｆｆｆライナー)　東上線ライナー)　東上線ライナー)　東上線ライナー)　東上線も急行も急行も急行も急行にしにしにしにして時間て時間て時間て時間短短短短縮縮縮縮

3/22　　地価公示　発3/22　　地価公示　発3/22　　地価公示　発3/22　　地価公示　発表表表表
　　　　　銀　　　　　銀　　　　　銀　　　　　銀座座座座のののの最最最最高高高高値値値値の価の価の価の価格格格格、、、、史史史史上上上上最最最最高高高高をををを更更更更新新新新。。。。東京、大阪東京、大阪東京、大阪東京、大阪等等等等大都市の地価上大都市の地価上大都市の地価上大都市の地価上昇昇昇昇とととと

、地、地、地、地方方方方都市 　　　　　の下都市 　　　　　の下都市 　　　　　の下都市 　　　　　の下落落落落がががが拡拡拡拡大大大大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉埼玉埼玉埼玉県内は県内は県内は県内は、、、、県南県南県南県南の価の価の価の価格格格格上上上上昇昇昇昇と県と県と県と県北の下北の下北の下北の下落落落落(人(人(人(人口口口口動動動動向向向向とととと一一一一致致致致))))

2/20　　2/20　　2/20　　2/20　　西西西西武武武武新新新新宿宿宿宿線本川線本川線本川線本川越越越越駅駅駅駅西西西西口口口口開開開開設設設設　川　川　川　川越越越越市駅市駅市駅市駅ままままでのでのでのでの乗乗乗乗りりりり換換換換え時間え時間え時間え時間短短短短縮縮縮縮（10分（10分（10分（10分→→→→

5分）5分）5分）5分）    

 

2015年

10/31　圏10/31　圏10/31　圏10/31　圏央央央央道　道　道　道　桶桶桶桶川川川川部部部部分分分分工工工工事事事事終了終了終了終了　　　　埼玉埼玉埼玉埼玉県内全県内全県内全県内全通へ通へ通へ通へ

　　　　　東北道、　　　　　東北道、　　　　　東北道、　　　　　東北道、関越関越関越関越道～東名道～東名道～東名道～東名高高高高速速速速、横、横、横、横浜浜浜浜へのアクへのアクへのアクへのアクセセセセスが30分以上スが30分以上スが30分以上スが30分以上短短短短縮縮縮縮ににににななななる見る見る見る見込込込込
みみみみ

9/17 地価調査　発9/17 地価調査　発9/17 地価調査　発9/17 地価調査　発表表表表　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県南県南県南県南がががが強含強含強含強含みみみみ、、、、県県県県北北北北はははは弱含弱含弱含弱含みみみみの2の2の2の2極極極極化が化が化が化が進進進進むむむむ

8/31　川8/31　川8/31　川8/31　川越越越越市の人市の人市の人市の人口口口口35353535万万万万人人人人突破突破突破突破。。。。　　　　

7/1　　7/1　　7/1　　7/1　　hhhh27年分27年分27年分27年分相相相相続続続続税税税税路路路路線価発線価発線価発線価発表表表表。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県内県内県内県内の下の下の下の下落落落落地地地地点点点点ががががゼゼゼゼロにロにロにロになっなっなっなったたたた。。。。

3/18　地価公示　発3/18　地価公示　発3/18　地価公示　発3/18　地価公示　発表表表表    

　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉埼玉埼玉埼玉の住宅地の住宅地の住宅地の住宅地おおむおおむおおむおおむねねねね横横横横ばばばばい、商業地い、商業地い、商業地い、商業地と工と工と工と工業地業地業地業地はははは0.50.50.50.5％％％％

　　　　（商業地）大　　　　（商業地）大　　　　（商業地）大　　　　（商業地）大宮区宮区宮区宮区桜木桜木桜木桜木町町町町++++5.05.05.05.0％％％％　（住宅地）大　（住宅地）大　（住宅地）大　（住宅地）大宮区宮区宮区宮区北北北北袋袋袋袋町町町町++++3.33.33.33.3％％％％

3.13　川3.13　川3.13　川3.13　川越越越越駅駅駅駅西西西西口口口口ウウウウェェェェススススタタタタ川川川川越越越越、、、、ウニウニウニウニクスオープンクスオープンクスオープンクスオープン

3.7　　首都3.7　　首都3.7　　首都3.7　　首都高高高高速速速速中中中中央央央央環環環環状状状状線線線線全全全全線開通　　（大線開通　　（大線開通　　（大線開通　　（大井JC井JC井JC井JCT～大T～大T～大T～大橋橋橋橋JCJCJCJCT）新T）新T）新T）新宿宿宿宿かかかからららら羽羽羽羽田田田田空港空港空港空港

が20分が20分が20分が20分短短短短縮縮縮縮

 

2014年

9/19　地価調査発9/19　地価調査発9/19　地価調査発9/19　地価調査発表表表表　東京を　東京を　東京を　東京を初初初初めめめめとすとすとすとする3大都市圏のプラス、地る3大都市圏のプラス、地る3大都市圏のプラス、地る3大都市圏のプラス、地方方方方圏のマイナス、圏のマイナス、圏のマイナス、圏のマイナス、

2222極極極極化が続い　　　　　化が続い　　　　　化が続い　　　　　化が続い　　　　　てててているいるいるいる。。。。　　　　埼玉埼玉埼玉埼玉ででででもももも、川、川、川、川越越越越、大、大、大、大宮宮宮宮以以以以南南南南のプラスのプラスのプラスのプラスと県と県と県と県北のマイナス北のマイナス北のマイナス北のマイナス

はははは明明明明ららららかかかか。。。。

3/27 川3/27 川3/27 川3/27 川越越越越駅駅駅駅西西西西口口口口ペデペデペデペデストリアンストリアンストリアンストリアンデデデデッッッッキキキキ　　　　完完完完成成成成　　　　西西西西口口口口がリがリがリがリニニニニュュュューアルされたーアルされたーアルされたーアルされた    

3/19 平3/19 平3/19 平3/19 平成成成成26年地価公示発26年地価公示発26年地価公示発26年地価公示発表表表表　　　　全全全全国的に国的に国的に国的にはははは地価地価地価地価はははは下下下下落落落落ししししてててているが、下いるが、下いるが、下いるが、下落率は縮落率は縮落率は縮落率は縮小し小し小し小し

、3大都市　　　　圏で、3大都市　　　　圏で、3大都市　　　　圏で、3大都市　　　　圏ではははは住宅、商業住宅、商業住宅、商業住宅、商業ともともともともに上に上に上に上昇昇昇昇にににに転換転換転換転換。と。と。と。とりりりりわわわわけ三大市の都け三大市の都け三大市の都け三大市の都心部心部心部心部の地の地の地の地

価上価上価上価上昇昇昇昇がががが顕著顕著顕著顕著。。。。

 
2013年 9/27　9/27　9/27　9/27　狭狭狭狭山山山山市市市市は工は工は工は工場場場場流出流出流出流出にににによよよよるるるる産産産産業空業空業空業空洞洞洞洞化を化を化を化を阻止阻止阻止阻止すすすするるるるべべべべくくくく、、、、工工工工場の場の場の場の緑緑緑緑地地地地率率率率を緩和を緩和を緩和を緩和すすすす

るるるることことことことにににになななな    っっっったたたた。。。。    

　　　　　　　　　　　　　　　　工工工工業業業業専専専専用用用用地域地域地域地域はこはこはこはこれれれれままままでででで敷敷敷敷地の2地の2地の2地の2割割割割以上を以上を以上を以上を緑緑緑緑地地地地とすとすとすとするるるることとこととこととこととししししてててていたが、いたが、いたが、いたが、ここここれれれれ

を1を1を1を1割割割割に緩和　　　　に緩和　　　　に緩和　　　　に緩和　　　　すすすするるるる。。。。　　（9/27日経）　　（9/27日経）　　（9/27日経）　　（9/27日経）

8/25　8/25　8/25　8/25　関越高関越高関越高関越高速速速速道道道道坂戸坂戸坂戸坂戸西西西西スマートインスマートインスマートインスマートインタタタターーーーチェチェチェチェンジ　ンジ　ンジ　ンジ　供供供供用用用用開開開開始始始始
　　　　　24　　　　　24　　　　　24　　　　　24時間時間時間時間大大大大型車も型車も型車も型車も利利利利用用用用可能可能可能可能ななななフルスマートフルスマートフルスマートフルスマートICICICIC　　　　周辺周辺周辺周辺にににに流流流流通通通通拠点整備拠点整備拠点整備拠点整備も進も進も進も進んでいんでいんでいんでい

るるるる。。。。

4/18　4/18　4/18　4/18　若葉若葉若葉若葉駅駅駅駅西西西西口口口口区画区画区画区画整整整整理理理理事業に事業に事業に事業によよよより、り、り、り、共栄共栄共栄共栄一本一本一本一本松松松松線開通　線開通　線開通　線開通　ここここれにれにれにれによよよよりりりり若葉若葉若葉若葉駅か駅か駅か駅からららら
一本一本一本一本松松松松駅駅駅駅まままま　　　　　で3.6　　　　　で3.6　　　　　で3.6　　　　　で3.6㎞㎞㎞㎞がががが幅幅幅幅員員員員20202020ｍｍｍｍでででで繋繋繋繋ががががっっっったたたた。。。。

3/　　　一3/　　　一3/　　　一3/　　　一番街番街番街番街商商商商店店店店街街街街、、、、県県県県のののの補助補助補助補助金を金を金を金を受受受受けけけけ「宵「宵「宵「宵の市の市の市の市」」」」をををを毎毎毎毎月月月月第一第一第一第一土土土土曜曜曜曜日に開催日に開催日に開催日に開催すすすするるるる。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夕方夕方夕方夕方のイのイのイのイベベベベントントントントやややや個個個個店店店店のののの営営営営業業業業時間時間時間時間をををを長く長く長く長くししししてててて、、、、観光客観光客観光客観光客のののの滞在滞在滞在滞在時間時間時間時間をををを長く長く長く長くししししよよよようううう

とすとすとすとするるるる試試試試みみみみ

　　　　　地価公示地　川　　　　　地価公示地　川　　　　　地価公示地　川　　　　　地価公示地　川越越越越地地地地区区区区（川（川（川（川越越越越、、、、坂戸坂戸坂戸坂戸、、、、鶴ヶ鶴ヶ鶴ヶ鶴ヶ島島島島、川、川、川、川島島島島））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住宅地平住宅地平住宅地平住宅地平均均均均価価価価格推移格推移格推移格推移 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 商業地平商業地平商業地平商業地平均均均均価価価価格推移格推移格推移格推移



とすとすとすとするるるる試試試試みみみみ

3.16　　東3.16　　東3.16　　東3.16　　東武武武武東上線、地下東上線、地下東上線、地下東上線、地下鉄副鉄副鉄副鉄副都都都都心心心心線、東線、東線、東線、東急急急急東横線東横線東横線東横線相互相互相互相互直通直通直通直通運転運転運転運転開開開開始始始始

　　　　　川　　　　　川　　　　　川　　　　　川越越越越駅～横駅～横駅～横駅～横浜浜浜浜中中中中華街華街華街華街元元元元町駅を86分で町駅を86分で町駅を86分で町駅を86分で結結結結ぶぶぶぶ

1.29　　三1.29　　三1.29　　三1.29　　三井不動産井不動産井不動産井不動産　　　　ららららららららぽーぽーぽーぽーと富士と富士と富士と富士見発見発見発見発表表表表　　　　敷敷敷敷地17.7地17.7地17.7地17.7hahahaha　2015年　2015年　2015年　2015年完完完完成成成成予定予定予定予定

1.27　　1.27　　1.27　　1.27　　鳩鳩鳩鳩山山山山町町町町奥奥奥奥田田田田にににに「無印良品」「無印良品」「無印良品」「無印良品」のののの物流物流物流物流施設施設施設施設　　　　敷敷敷敷地16.8地16.8地16.8地16.8hahahaha　　　　SSSSRCRCRCRC4444FBFBFBFB1延1延1延1延べ床べ床べ床べ床

10.510.510.510.5hahahaha，，，，
　　　　　2013年11　　　　　2013年11　　　　　2013年11　　　　　2013年11月月月月のののの稼働稼働稼働稼働をををを目目目目指す。指す。指す。指す。 投 投 投 投資資資資総総総総額額額額139139139139億億億億円。円。円。円。    

1.12　　川1.12　　川1.12　　川1.12　　川越越越越駅駅駅駅西西西西口ふ口ふ口ふ口ふれれれれああああいいいい拠点拠点拠点拠点　　　　着着着着工工工工　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敷敷敷敷地1.35地1.35地1.35地1.35hahahahaに地上6に地上6に地上6に地上6階階階階地下2地下2地下2地下2階階階階　4　4　4　4万㎡万㎡万㎡万㎡のののの建物建物建物建物が2014年度にが2014年度にが2014年度にが2014年度に完完完完成す成す成す成するるるる。。。。

1700170017001700規模規模規模規模のののの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多目多目多目多目的的的的ホホホホールールールールとととと隣隣隣隣接地にシ接地にシ接地にシ接地にショョョョッピングッピングッピングッピングモモモモール　ール　ール　ール　ウニウニウニウニクスがクスがクスがクスが建建建建設設設設されるされるされるされる。。。。

 

 2012年

　9.19　平　9.19　平　9.19　平　9.19　平成成成成24年地価調査発24年地価調査発24年地価調査発24年地価調査発表表表表
　　　　東京都　　　　東京都　　　　東京都　　　　東京都内内内内プラス地プラス地プラス地プラス地点増点増点増点増ええええるるるる。。。。地地地地方方方方の下の下の下の下落は落は落は落は続き、続き、続き、続き、２２２２極極極極化化化化。。。。

　　　　三　　　　三　　　　三　　　　三郷郷郷郷、、、、八潮周辺八潮周辺八潮周辺八潮周辺下下下下落落落落が続が続が続が続くくくく(震災、(震災、(震災、(震災、放放放放射射射射能能能能のののの影響影響影響影響))))

　9.15　川　9.15　川　9.15　川　9.15　川越越越越駅東駅東駅東駅東口口口口　アト　アト　アト　アトレレレレマルマルマルマルヒヒヒヒロ　ロ　ロ　ロ　改装改装改装改装グラングラングラングランドドドドオープンオープンオープンオープン

　　　　　　　　　　　　　　　　２２２２～～～～６６６６階階階階マルマルマルマルヒヒヒヒロの直ロの直ロの直ロの直営営営営ををををややややめ、め、め、め、専門専門専門専門店店店店街街街街化、化、化、化、埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県初初初初のののの店舗もテ店舗もテ店舗もテ店舗もテナントにナントにナントにナントに

　5.19　日　5.19　日　5.19　日　5.19　日清紡跡清紡跡清紡跡清紡跡地開発(地開発(地開発(地開発(cocoromachicocoromachicocoromachicocoromachi))))販販販販売開売開売開売開始始始始
　　　　　開発　　　　　開発　　　　　開発　　　　　開発面積面積面積面積54545454,,,,430.57430.57430.57430.57㎡㎡㎡㎡　　　　全全全全257257257257戸戸戸戸 平 平 平 平均均均均140140140140㎡㎡㎡㎡のののの戸戸戸戸建て建て建て建て住宅住宅住宅住宅団団団団地地地地

　　　　　日　　　　　日　　　　　日　　　　　日清紡清紡清紡清紡ホホホホールールールールデデデディィィィングスがングスがングスがングスが土土土土地を地を地を地を整備整備整備整備、フジ、フジ、フジ、フジタタタタがががが施施施施工工工工、、、、建物は建物は建物は建物はトトトトヨヨヨヨタホタホタホタホーーーームムムム、、、、

　　　　　平　　　　　平　　　　　平　　　　　平成成成成24年か24年か24年か24年からららら26年にかけ26年にかけ26年にかけ26年にかけて販て販て販て販売される売される売される売される

　3.23 平　3.23 平　3.23 平　3.23 平成成成成24年地価公示発24年地価公示発24年地価公示発24年地価公示発表表表表

　　　　　　　　　　　　　　　　西高西高西高西高東東東東低低低低、震災、震災、震災、震災後後後後のののの取引取引取引取引、、、、底値底値底値底値をををを探探探探るるるる動動動動きききき。。。。
　　　　2年ぶり　　　　2年ぶり　　　　2年ぶり　　　　2年ぶり県内県内県内県内地価上地価上地価上地価上昇ゼ昇ゼ昇ゼ昇ゼロ、下ロ、下ロ、下ロ、下落落落落傾向傾向傾向傾向は縮は縮は縮は縮小小小小。。。。商業地の下商業地の下商業地の下商業地の下落落落落幅幅幅幅はははは住宅地住宅地住宅地住宅地よよよよりりりり

もももも大きい大きい大きい大きい。。。。

　　　　利　　　　利　　　　利　　　　利便性便性便性便性のののの高高高高い駅い駅い駅い駅周辺周辺周辺周辺とととと郊郊郊郊外外外外部部部部の2の2の2の2極極極極化が化が化が化が拡拡拡拡大大大大。。。。
　　　　日　　　　日　　　　日　　　　日清紡跡清紡跡清紡跡清紡跡地開発地開発地開発地開発工工工工事事事事進進進進むむむむ　　　　建物は建物は建物は建物はトトトトヨヨヨヨタホタホタホタホーーーームムムム、開発、開発、開発、開発面積面積面積面積5.45.45.45.4ヘヘヘヘククククタタタタールールールール全全全全

257257257257区画。区画。区画。区画。
　　　　平　　　　平　　　　平　　　　平均均均均140140140140㎡㎡㎡㎡のののの戸戸戸戸建て建て建て建て団団団団地地地地。。。。    川川川川越越越越駅、本川駅、本川駅、本川駅、本川越越越越駅か駅か駅か駅からもらもらもらも近い近い近い近い高高高高級級級級住宅地域が生住宅地域が生住宅地域が生住宅地域が生まままま

れるれるれるれる。。。。
　　　　5　　　　5　　　　5　　　　5月月月月かかかからららら分分分分譲譲譲譲予定予定予定予定。。。。

 

2011年 

　9.21 地価調査　発　9.21 地価調査　発　9.21 地価調査　発　9.21 地価調査　発表表表表
　　　　　　　　　　　　　　　　全て全て全て全ての調査地の調査地の調査地の調査地点点点点で価で価で価で価格格格格が下が下が下が下落落落落、、、、共共共共通地通地通地通地点点点点の77の77の77の77％％％％はははは、、、、今今今今年に入年に入年に入年に入ってってってってかかかかららららの下の下の下の下落落落落

がががが拡拡拡拡大大大大

　　　　し　　　　し　　　　し　　　　してててているいるいるいる

　3.21　地価公示発　3.21　地価公示発　3.21　地価公示発　3.21　地価公示発表表表表

　　　　平　　　　平　　　　平　　　　平成成成成２２２２００００年年年年秋秋秋秋のののの リーマン・シリーマン・シリーマン・シリーマン・ショョョョック以ック以ック以ック以降降降降 、地価の下、地価の下、地価の下、地価の下落落落落がががが継継継継続続続続すすすする中で、る中で、る中で、る中で、 初初初初めめめめてててて東東東東

京圏、京圏、京圏、京圏、

　　　　大阪圏、名　　　　大阪圏、名　　　　大阪圏、名　　　　大阪圏、名古屋古屋古屋古屋圏圏圏圏及及及及びびびび地地地地方方方方圏圏圏圏そろそろそろそろってってってって下下下下落率落率落率落率がががが縮縮縮縮小し小し小し小し 、経済、経済、経済、経済状況状況状況状況のののの不不不不透明感透明感透明感透明感
はははは残残残残るるるる

　　　　　　　　　　　　　　　　もももものの、のの、のの、のの、 下下下下落基落基落基落基調か調か調か調かららららのののの転換転換転換転換のののの動動動動きが見きが見きが見きが見らららられたれたれたれた 。。。。しかし、しかし、しかし、しかし、ここここれれれれはははは1111月月月月1日1日1日1日ままままでのでのでのでの

状況状況状況状況でででで

　　　　　　　　　　　　　　　　ああああり、東日本大震災のり、東日本大震災のり、東日本大震災のり、東日本大震災の影響影響影響影響はははは含含含含ままままれれれれてててていいいいなななないいいい。。。。 。。。。

　3.11東日本大震災　（東北地　3.11東日本大震災　（東北地　3.11東日本大震災　（東北地　3.11東日本大震災　（東北地方方方方太平洋沖大地震）発生太平洋沖大地震）発生太平洋沖大地震）発生太平洋沖大地震）発生

　　　　　　　　　　　　　　　　死死死死者者者者不不不不明者明者明者明者　　　　１万８千１万８千１万８千１万８千人以上(3/18人以上(3/18人以上(3/18人以上(3/18現在現在現在現在))))

　　　　　　　　　　　　　　　　福福福福島島島島第一第一第一第一原原原原発　発　発　発　冷冷冷冷却却却却用用用用水の水の水の水の注注注注入ができ入ができ入ができ入ができずずずず、水、水、水、水素爆素爆素爆素爆発に発に発に発によよよよりりりり建建建建屋屋屋屋がががが破破破破壊壊壊壊され、され、され、され、



　　　　　　　　　　　　　　　　福福福福島島島島第一第一第一第一原原原原発　発　発　発　冷冷冷冷却却却却用用用用水の水の水の水の注注注注入ができ入ができ入ができ入ができずずずず、水、水、水、水素爆素爆素爆素爆発に発に発に発によよよよりりりり建建建建屋屋屋屋がががが破破破破壊壊壊壊され、され、され、され、

放放放放射射射射能能能能
　　　　　　　　　　　　　　　　漏漏漏漏れが生れが生れが生れが生じじじじたたたた

  2010年 10.1 川10.1 川10.1 川10.1 川越越越越市　都市市　都市市　都市市　都市計画計画計画計画法法法法34343434条条条条11111111号区号区号区号区域を域を域を域を縮縮縮縮小、調小、調小、調小、調整整整整区区区区域域域域内内内内の開発の開発の開発の開発規制規制規制規制をををを再再再再度度度度厳格厳格厳格厳格

化し、化し、化し、化し、

　　　　　　　　　　　　ここここれれれれままままでででで認認認認めめめめててててきた開発がきた開発がきた開発がきた開発が出来なくなっ出来なくなっ出来なくなっ出来なくなったたたた。。。。そそそそのため、のため、のため、のため、前前前前月月月月ににににはははは駆駆駆駆けけけけ込込込込みみみみ開発開発開発開発

申請申請申請申請がががが

　　　　　　　　　　　　多多多多発した発した発した発した。。。。

9.22　地価調査発9.22　地価調査発9.22　地価調査発9.22　地価調査発表表表表

　　　　19年連続下　　　　19年連続下　　　　19年連続下　　　　19年連続下落落落落、しかし、首都圏、しかし、首都圏、しかし、首都圏、しかし、首都圏はははは下げ下げ下げ下げ足足足足が小さが小さが小さが小さくなってくなってくなってくなってきたきたきたきた。。。。

7.37.37.37.3     さいたさいたさいたさいたまままま新都新都新都新都心心心心第8-1第8-1第8-1第8-1A街A街A街A街区区区区(2.4(2.4(2.4(2.4hahahaha)に)に)に)に計画計画計画計画ししししてててていた超いた超いた超いた超高層高層高層高層ビビビビルルルルはははは白紙白紙白紙白紙にににに戻戻戻戻るるるることことことこと
にににに

　　　　　　　　　　　　　　　　なっなっなっなったたたた。。。。 埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県 、さいた、さいた、さいた、さいたまままま市、都市市、都市市、都市市、都市再再再再開発開発開発開発機機機機構構構構(U(U(U(URRRR)の)の)の)の３者３者３者３者とととと事業事業事業事業者者者者(三(三(三(三菱菱菱菱地地地地所所所所、、、、

新新新新

、　　　　日、　　　　日、　　　　日、　　　　日鉄鉄鉄鉄都市開発、大都市開発、大都市開発、大都市開発、大栄栄栄栄不動産不動産不動産不動産、、、、鹿鹿鹿鹿島建島建島建島建設設設設））））はははは、、、、０８０８０８０８年年年年５月５月５月５月、、、、基基基基本協定を本協定を本協定を本協定を結び結び結び結び、オ、オ、オ、オ

フフフフィィィィ
　　　　　ス　　　　　ス　　　　　ス　　　　　ス等等等等を中を中を中を中心と心と心と心としたしたしたした高高高高ささささ１８６１８６１８６１８６mmmm((((３９階３９階３９階３９階建建建建    てててて)の)の)の)の複複複複合合合合ビビビビルをルをルをルを建建建建設設設設ししししよよよよううううととととししししてててていたいたいたいた

。。。。しししし

　　　　　かし、　　　　　かし、　　　　　かし、　　　　　かし、「「「「サッカープラサッカープラサッカープラサッカープラザ」ザ」ザ」ザ」のののの白紙撤白紙撤白紙撤白紙撤回回回回をををを掲掲掲掲げたげたげたげた清清清清水さいた水さいた水さいた水さいたまままま市市市市長長長長のののの当当当当選選選選，，，，オフオフオフオフ

ィィィィスススス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需要需要需要需要のののの低低低低迷迷迷迷かかかからららら事業事業事業事業規模規模規模規模縮縮縮縮小を主小を主小を主小を主張張張張すすすする事業る事業る事業る事業者者者者とととと、事業を、事業を、事業を、事業を取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環環環環境境境境がががが

大き大き大き大き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く変わっく変わっく変わっく変わったたたた。こ。こ。こ。こののののまま進まま進まま進まま進めた場合、大めた場合、大めた場合、大めた場合、大幅幅幅幅ななななオフオフオフオフィィィィスススス床供給床供給床供給床供給となとなとなとなる大る大る大る大宮宮宮宮地地地地区区区区の商の商の商の商

業業業業

　　　　　地　　　　　地　　　　　地　　　　　地はははは混混混混迷迷迷迷をををを増増増増すばすばすばすばかり、三かり、三かり、三かり、三菱菱菱菱地地地地所も所も所も所も早早早早くくくくかかかからららら撤撤撤撤退退退退のののの時機時機時機時機をうかがをうかがをうかがをうかがってってってっていたいたいたいたよよよよ

ううううだだだだ。。。。    

3.28　圏3.28　圏3.28　圏3.28　圏央央央央道　道　道　道　荒荒荒荒川を川を川を川を渡渡渡渡るるるる

　　　　　　　　　　　　　　　　  川 川 川 川島島島島町平町平町平町平沼沼沼沼とととと桶桶桶桶川市川川市川川市川川市川田田田田谷谷谷谷をををを結結結結ぶぶぶぶ部部部部分が28分が28分が28分が28 日日日日完完完完成成成成したしたしたした。。。。桶桶桶桶川北本川北本川北本川北本ICとICとICとICと八八八八王王王王

子子子子JCJCJCJCTTTT

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ままままでがでがでがでが完完完完成成成成、40分で、40分で、40分で、40分で結ば結ば結ば結ばれるれるれるれる。。。。2012年度2012年度2012年度2012年度ままままでにでにでにでに     埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県内は全内は全内は全内は全通通通通すすすする予定でる予定でる予定でる予定で

ああああるるるる。。。。

トップページへ
鑑定評価は(有)埼玉不動産鑑定所へ
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